
白日会第九十五回記念展 授賞者（2019） 

 

特 別 賞 

内閣総理大臣賞    寺久保 文宣  （絵画） 埼玉        

文部科学大臣賞    冨所 龍人  （絵画） 新潟 

損保ジャパン     長谷川 晶子 （絵画） 千葉 

日本興亜美術財団賞       

中 沢 賞      牧内 則雄  （絵画） 愛知         

富 田 賞      松本 実桜  （絵画） 神奈川 

吉 田 賞      柏原 花子  （彫刻） 東京 

伊 藤 賞      大友 義博  （絵画） 東京         

平 松 賞      青島 紀三雄 （絵画） 静岡           

第九十五回記念展賞  深澤 孝哉  （絵画） 静岡           

第九十五回記念展賞  佐藤 順一  （彫刻） 千葉  

  

 

会 賞 

白 日 賞       ヤダシンタロウ（絵画） 埼玉 

（副賞ホルベイン賞）   

白 日 賞      原 太一   （絵画） 千葉 

（副賞クサカベ賞）  

白 日 賞      中島 あけみ （絵画） 東京 

（副賞マツダ賞） 

準会員奨励賞     亀山 裕昭  （絵画） 千葉 

準会員奨励賞     宮本 久子  （彫刻） 福岡 

準会員奨励賞     西沢 明比児 （彫刻） 長野 

会友奨励賞      津絵 太陽  （絵画） 東京 

会友奨励賞      𠮷間 春樹  （絵画） 千葉 

一般佳作賞      藤森 直樹  （絵画） 千葉 

一般佳作賞      マキノ ロラン （絵画） 山形 

一般佳作賞      村上 豊   （絵画） 兵庫 

一般佳作賞      山本 周   （絵画） 大阪 

一般佳作賞      福田 菜月  （彫刻） 東京 

一般佳作賞      コルドバッチェ・マンスール 

（彫刻）  東京 

 

 



法人寄託賞  

梅田画廊賞        吉成 浩昭 （絵画） 東京 

アートもりもと賞     藤井 佳奈 （絵画） 熊本 

関西画廊賞        中道 佐江 （絵画） 京都 

大宥美術賞        原 太一  （絵画） 千葉 

美岳画廊賞        有川 利郎 （絵画） 埼玉 

オンワードギャラリー賞 光元 昭弘 （絵画） 神奈川 

ギャラリー大井賞     阿部 良広 （絵画） 京都 

瀧川画廊賞             阪東 佳代 （絵画） 奈良 

ギャラリーアーク賞     亀山 裕昭 （絵画） 千葉 

 

 

八咫烏賞（特別賞） 

当会が会章とする導きの烏である八咫烏の名を冠する敢闘功労賞。会友推挙時から連続 50 年在籍した会

員・準会員・会友の全ての者に対し、当会にて長年にわたり研鑽を重ね健闘し、当会を導き支え続けてき

たことを称え、授与される。※第 95 回記念展では、新賞として第 45 回展以前に会友推挙以上となった全

ての在籍者に授与される。 

 

推挙回展 

柴田 祐作 25 回展 （絵画） 千葉 

伊藤 利行 26 回展 （絵画） 埼玉 

黒澤 信男 29 回展 （絵画） 東京 

中村 晋也 31 回展 （彫刻） 鹿児島 

中山 忠彦 32 回展 （絵画） 千葉 

乙黒  久 34 回展 （絵画） 埼玉 

石井  勤 34 回展 （絵画） 茨城 

西川加耶子 35 回展 （絵画） 東京 

河田 安市 36 回展 （絵画） 徳島 

草壁  隆 36 回展 （絵画） 愛知 

堂園 和男 36 回展 （絵画） 宮崎 

矢田 智子 36 回展 （絵画） 神奈川 

峯田 義郎 36 回展 （彫刻） 山形 

亀井 禎子 38 回展 （絵画） 神奈川 

山本 眞輔 38 回展 （彫刻） 愛知 

石倉  豊 39 回展 （絵画） 三重 

城田 美子 40 回展 （絵画） 神奈川 

岩渕 一憲 41 回展 （絵画） 青森 

岡田三枝子 41 回展 （絵画） 埼玉 

小沢 一廣 41 回展 （絵画） 茨城 



佐野 源次 42 回展 （絵画） 埼玉 

鈴木 正子 42 回展 （絵画） 神奈川 

石原 昌一 42 回展 （彫刻） 熊本 

佐多  透 43 回展 （彫刻） 神奈川 

溝口 守一 43 回展 （彫刻） 鹿児島 

奥村  憲 44 回展 （絵画） 大分 

犀川 愛子 44 回展 （絵画） 福岡 

中村 泰子 44 回展 （絵画） 愛知 

宮崎 郁夫 44 回展 （絵画） 埼玉 

斎藤 秀夫 45 回展 （絵画） 東京 

笹岡 弓子 45 回展 （絵画） 東京 

茂又 好文 45 回展 （絵画） 東京 

 


